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2001 畔上 歩大 アゼガミ アユト 男性 長野県 野沢温泉小学校 小学1・2年

2002 池田 陽士 イケダ ハルト 男性 長野県 信濃小中学校 小学1・2年

2003 浦野 健登 ウラノ ケント 男性 長野県 木島小学校 小学1・2年

2004 大口 直 オオクチ タダシ 男性 長野県 木島小学校 小学1・2年

2005 岡村 継生 オカムラ ツグキ 男性 長野県 飯山小ＲＴＣ 小学1・2年

2006 西條 駈 サイジョウ カケル 男性 宮城県 小学1・2年

2007 戸田 和希 トダ カズキ 男性 群馬県 嬬恋村東部小学校 小学1・2年

2008 バーンズ プレストン バーンズ プレストン 男性 大阪府 小学1・2年

2009 林 優汰 ハヤシ ユウタ 男性 長野県 まらくら 小学1・2年

2010 藤森 律喜 フジモリ リツキ 男性 長野県 中洲小学校 小学1・2年

2011 山本 凌聖 ヤマモト リョウセイ 男性 長野県 小学1・2年

2012 渡邊 珠樹 ワタナベ タマキ 男性 長野県 信濃町ＸＣ．Ｓ．Ｃ 小学1・2年

2013 渡邊 桃悟 ワタナベ トウゴ 男性 長野県 信濃町ＸＣ．Ｓ．Ｃ 小学1・2年

2014 青木 音 アオキ オト 女性 長野県 常盤スキークラブ 小学1・2年

2015 小田切 舞莉夏 オタギリ マリカ 女性 長野県 戸狩小学校 小学1・2年

2016 亀井 七星 カメイ ナナセ 女性 新潟県 新井中央小 小学1・2年

2017 小林 千夏 コバヤシ チナツ 女性 長野県 飯山小 小学1・2年

2018 小林 音和 コバヤシ トワ 女性 長野県 田口小学校 小学1・2年

2019 小林 陽菜 コバヤシ ハルナ 女性 長野県 山ノ内南小学校 小学1・2年

2020 坂田 莉彩 サカタ リサ 女性 長野県 山ノ内南小学校 小学1・2年

2021 関 一花 セキ イチカ 女性 長野県 関英ドライブイン 小学1・2年

2022 田中 紗和 タナカ サワ 女性 新潟県 小学1・2年

2023 森本 藍 モリモト アイ 女性 東京都 砧南小学校 小学1・2年

2024 八重田 結愛 ヤエダ ユナ 女性 長野県 飯山小 小学1・2年

2025 山内 柚佳 ヤマウチ ユズカ 女性 兵庫県 小学1・2年

2026 伊賀 優斗 イガ ユウト 男性 長野県 木島小学校 小学3・4年

2027 井上 陽大郎 イノウエ ヨウタロウ 男性 長野県 佐久穂小学校 小学3・4年

2028 亀井 陽向 カメイ ヒナタ 男性 新潟県 新井中央小 小学3・4年

2029 岸本 作 キシモト サク 男性 長野県 通明小学校 小学3・4年

2030 郷原 麟太郎 ゴウハラ リンタロウ 男性 神奈川県 小学3・4年

2031 小林 悠晴 コバヤシ ユウセイ 男性 長野県 中野小学校 小学3・4年

2032 小林 龍介 コバヤシ リュウスケ 男性 長野県 飯山小 小学3・4年

2033 塩川 聡大 シオカワ ソウタ 男性 長野県 泉台小学校 小学3・4年

2034 田中 丈太郎 タナカ ジョウタロウ 男性 新潟県 小学3・4年

2035 田畑 修平 タバタ シュウヘイ 男性 長野県 真田クラブ 小学3・4年

2036 中村 弦輝 ナカムラ ゲンキ 男性 長野県 真田クラブ 小学3・4年

2037 バーンズ ダグ バーンズ ダグ 男性 大阪府 小学3・4年

2038 萩原 和真 ハギワラ カズマ 男性 長野県 木島小学校 小学3・4年

2039 半田 遥己 ハンダ ハルキ 男性 長野県 小学3・4年

2040 樋口 雄惺 ヒグチ ユウセイ 男性 長野県 緑ヶ丘小学校 小学3・4年
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2041 松澤 大和 マツザワ ヤマト 男性 長野県 小谷小学校 小学3・4年

2042 丸山 結舞 マルヤマ ユウマ 男性 長野県 Ａｄｄｉｃｔｓ／丸山ぶどう園 小学3・4年

2043 山田 爽野 ヤマダ ソウヤ 男性 長野県 白馬北小学校 小学3・4年

2044 和田 直太朗 ワダ ナオタロウ 男性 東京都 東大和ランチャーズ 小学3・4年

2045 池田 安輝 イケダ アキ 女性 長野県 信濃小中学校 小学3・4年

2046 宇野 帆南 ウノ ホナン 女性 愛知県 本宿小学校 小学3・4年

2047 小田切 柑奈 オタギリ カンナ 女性 長野県 戸狩小学校 小学3・4年

2048 勝田 有美 カツダ ユミ 女性 長野県 小学3・4年

2049 川口 真緒 カワグチ マオ 女性 長野県 塩尻西小学校 小学3・4年

2050 北澤 笑里 キタザワ エミリ 女性 長野県 北信ファーム 小学3・4年

2051 小境 栞和 コザカイ カンナ 女性 長野県 戸狩小 小学3・4年

2052 坂田 美来 サカタ ミク 女性 長野県 山ノ内南小学校 小学3・4年

2053 佐々木 可絵 ササキ カエ 女性 長野県 飯山小ＲＴＣ 小学3・4年

2054 菅沼 結華 スガヌマ ユイカ 女性 長野県 小学3・4年

2055 高橋 結月 タカハシ ユヅキ 女性 長野県 常盤小学校 小学3・4年

2056 田口 夏稀 タグチ ナツキ 女性 埼玉県 小針北小学校 小学3・4年

2057 萩原 理央 ハギワラ リオ 女性 長野県 木島小学校 小学3・4年

2058 望月 美伽 モチヅキ ミカ 女性 長野県 山ノ内南小学校 小学3・4年

2059 八重田 真愛 ヤエダ マナ 女性 長野県 飯山小 小学3・4年

2060 渡邊 雛子 ワタナベ ヒナコ 女性 長野県 信濃町ＸＣ．Ｓ．Ｃ 小学3・4年

2061 青木 晴 アオキ ハル 男性 長野県 常盤スキークラブ 小学5・6年

2062 岩井 秀逹 イワイ シュウタツ 男性 長野県 信濃町ｘｃｓクラブ 小学5・6年

2063 岡村 榛馬 オカムラ ハルマ 男性 長野県 飯山小ＲＴＣ 小学5・6年

2064 笠井 啓至 カサイ ケイシ 男性 群馬県 小学5・6年

2065 工藤 愛斗 クドウ アイト 男性 長野県 木祖小学校 小学5・6年

2066 小林 蒼介 コバヤシ ソウスケ 男性 長野県 飯山小 小学5・6年

2067 小林 奏太 コバヤシ ソウタ 男性 長野県 飯山小ＲＴＣ 小学5・6年

2068 小林 琉維 コバヤシ ルイ 男性 長野県 田口小学校（ＳＡＫＵ乱） 小学5・6年

2069 斉藤 隆希 サイトウ リュウキ 男性 長野県 飯山小ＲＴＣ 小学5・6年

2070 菅沼 煌士朗 スガヌマ コウシロウ 男性 長野県 小学5・6年

2071 関口 優 セキグチ マサル 男性 東京都 小学5・6年

2072 高橋 陽斗 タカハシ ハルト 男性 長野県 常盤小学校 小学5・6年

2073 髙畑 陽奏 タカハタ ヒナタ 男性 長野県 長野市陸上教室 小学5・6年

2074 田畑 亮介 タバタ リョウスケ 男性 長野県 真田クラブ 小学5・6年

2075 德竹 凌太 トクタケ リョウタ 男性 長野県 小学5・6年

2076 橋詰 碧斗 ハシヅメ アオト 男性 長野県 真田クラブ 小学5・6年

2077 服部 海聖 ハットリ カザト 男性 長野県 泉台小学校 小学5・6年

2078 服部 朔海 ハットリ サクミ 男性 長野県 泉台小学校 小学5・6年

2079 山本 湧心 ヤマモト ユウシン 男性 長野県 小学5・6年

2080 池田 峯由 イケダ フユ 女性 長野県 信濃小中学校 小学5・6年
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2081 笠松 真仲 カサマツ マナカ 女性 福井県 勝山ＲＣ 小学5・6年

2082 片山 凜星 カタヤマ リホ 女性 長野県 信濃町ｘｃｓクラブ 小学5・6年

2083 勝田 夏妃 カツダ ナツキ 女性 長野県 小学5・6年

2084 金井 凰世 カナイ オウセ 女性 長野県 山ノ内西小 小学5・6年

2085 川久保 莉美 カワクボ リミ 女性 長野県 戸狩小学校 小学5・6年

2086 岸本 あずさ キシモト アズサ 女性 長野県 通明小学校 小学5・6年

2087 北澤 沙衣 キタザワ サエ 女性 長野県 北信ファーム 小学5・6年

2088 関 紘沙 セキ ヒロサ 女性 長野県 真田クラブ 小学5・6年

2089 田中 希果 タナカ ノゾミ 女性 長野県 常盤小学校 小学5・6年

2090 西川 琴望 ニシカワ コトミ 女性 神奈川県 小学5・6年

2091 原 たまき ハラ タマキ 女性 長野県 松本市寿小学校 小学5・6年

2092 原 楓花 ハラ フウカ 女性 長野県 洗馬小学校 小学5・6年

2093 山崎 仁乃 ヤマザキ ニノ 女性 長野県 木島平小 小学5・6年

2094 山田 柚野 ヤマダ ユノ 女性 長野県 白馬北小学校 小学5・6年

2095 鷲野 ゆりあ ワシノ ユリア 女性 長野県 飯山小ＲＴＣ 小学5・6年
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